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泥炭地盤における農業用管水路の沈下に関する広域的観測
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１．はじめに
北海道では、明治期以降、石狩平野など低平地に広
く分布する泥炭地盤に客土を施して農地化するなど土
地改良が進められてきた。現在では、北海道における
農地の約1割にあたる100千haが泥炭地盤を土地改良
して造成した圃場である1)。そして、その大半の圃場
には、泥炭地盤に埋設された農業用管水路（以下、単
に「管水路」
）によって用水が供給されている。
しかし、泥炭地盤中の管水路は必ずしも安定した構
造物ではない。泥炭土は植物遺骸が分解しきれず堆積
した土壌であるため間隙比が大きい2)。そのため管水
路直下の泥炭地盤は圧密を受けて沈下すると考えられ
る3)。また、泥炭土は地下水に満たされれば含水比が
非常に大きくなる。そのため、非灌漑期に落水した管

図－1

農業用管水路の沈下による漏水事故例

体は浮力を受けて浮上する場合もある。こうした管水
路の沈下・浮上に伴う局所的な応力集中によると考え
られる管体継手部の離脱や管体の割れによる漏水事故

２．沈下量の測量方法

（図－1）が、道内において年間数十件発生している。
漏水事故による管水路の機能不全は、施設管理者や農
家を悩ませてきた難題であり、維持管理上の最重要課

２．１

調査対象の概要

本研究では、北海道石狩平野の泥炭地盤に施工され
た図－2に示すような水田灌漑用のA～E管水路を調査

題である。
現状では、管水路の漏水事故が発生すれば、その都

対象とした。同管水路は、施工完了後約20年が経過し

度、
速やかに改修することで機能維持が図られている。

ており、各管水路の路線延長は約4.6～9.3km、口径は

しかし、今後管水路の経年的な劣化が進行するに従っ

1350～2400mm、管種は主に強化プラスチック複合管

て、管水路の漏水事故件数は増加していくと予想され

（FRPM管）である（表－1）。

る。さらに、耐用年数をこえる管水路が増加するに従
い、更新事業によって新たに布設替えをする管水路も

２．２

沈下量の測量方法

増加していくと考えられる。そうした修繕や更新工事

管水路の各地点の標高は、非灌漑期の落水後に管内

の際には、過去の事故事例の教訓や新たな技術的知見

に人が入れば当然のことながら測量できる。しかし、

を踏まえて、漏水事故の発生を可能な限り防止する管

広域的かつ多点の測量を、管内における測量のみによ

水路の設計・施工が望まれる。

って実施することには限界がある。そこで、本研究で

筆者らは、以上の課題への対応に資する基礎データ

は、図－3に示すように、地上から管頂まで突き刺し

の取得を目的として、国営事業の実施地区における管

たピンポール上端の標高を測量することによって管体

水路を対象にして、同管水路の縦断方向に標高測量を

中心の標高を求めた。また、同地点における地表面の

実施した。本稿では、その結果にもとづいて、広域的

標高も併せて測量した。沈下（あるいは浮上）量は、

な泥炭土の種類と分布、土地利用履歴の観点から、泥

測量結果と施工当時の出来型図に記録されている標高

炭地盤中の管水路の沈下を考察する。

との差により求めた。
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名称
A 管水路
B 管水路
C 管水路
D 管水路
E 管水路

口径 (mm)
1650 ~ 2200
1500 ~1800
1350 ~ 2000
1650 ~ 2000
1800 ~ 2400
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管水路の変位量の度数分布

E

5.0 km

調査対象の管水路の概要

施工年度
H11 ~ H12
H7 ~ H12
H5 ~ H13
H2 ~ H12
H7 ~ H13

4

高位泥炭土
低位泥炭土
変位を測量した地点

調査対象の農業用管水路(5路線)

表－1
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現地発生土（泥炭土および泥炭混り土）

A

図－5 泥炭土の土壌分布と調査位置
（石狩川水系土壌図4)を参考に作成）
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図－3

管水路の標準断面図（A管水路）

正値、沈下量を負値で示した。管水路はほとんどの地
点において沈下しており、50cm以上沈下した地点も
確認された。逆に浮上した地点も確認された。
また、各管水路の沈下量の傾向に差違がみられた。
A管水路、B管水路、E管水路では沈下量が比較的大

なお、測量に用いた水準点は、各調査地点近傍に位

きい傾向であり、C管水路とD管水路では沈下量が比

置する2級および3級水準点である。水準点標高につい

較的小さい傾向であった。C管水路では逆に浮上して

て、本研究では2000年度平均検測成果を用いた。しか

いる箇所が複数あった。

し、施工時は旧検測成果を用いているため、ここでは
2000年度平均成果と旧成果の標高差約-0.15mを補正
して沈下量を算出した。

３．２

泥炭土の分布と管水路の沈下の関係

本調査地域における泥炭土の土壌分布図 4)を図－5
に示す。泥炭土が生成する際に、地下水面より上（高

３．結果および考察

位）で生成すれば高位泥炭土、地下水面より下（低位）
で生成すれば低位泥炭土となる5)。一般に高位泥炭土

３．１

沈下量の整理

図－4に調査結果を示す。管水路の施工当時の標高
を基準として、現在（本調査時点）の標高との差を沈
46

は低位泥炭土よりも植物遺骸の分解は進んでおらず、
有機物量は低位泥炭土（約70%）より高位泥炭土（約
90%）のほうが多く、比重は高位泥炭土（0.25g/cm3）
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山林、原野

水田

湿地帯

畑

D 管水路

D 管水路

E 管水路

E 管水路

C 管水路

C 管水路

S 幹線用水路

S 幹線用水路
B 管水路

B 管水路

A 管水路

A 管水路

図－6

土地利用図

左：明治期（1910～1911）、右：昭和後期（1967～1972）

よりも低位泥炭土（0.40g/cm3）のほうが大きい。そ

分でなかったことから畑地利用が中心であった。その

のため、高位泥炭土のほうが低位泥炭土よりも管水路

後、昭和期には泥炭地開発事業の進捗に伴い、畑地か

の沈下に影響する度合いは大きいと考えられる。こ

ら水田への転換が進んだ。明治期には未利用地であっ

の観点から、A管水路、B管水路、E管水路の路線は、

た地域もほとんどが水田を中心とする農地へ土地改良

主に高位泥炭土上にあることから、管体の沈下量が比

が行われた。このような泥炭地盤地域の土地利用と図

較的大きいと考えられる。また、C管水路は主に低位

－4に示した各管水路の沈下量とは、概ね次のような

泥炭土の地盤上あるいは泥炭地盤以外の地盤上にあ

関係がみられる。

り、D管水路は低位泥炭の地盤上にあることから、管

C管水路の沈下量が比較的小さい理由として、C菅

体の沈下量が比較的小さいものと考えられる。すなわ

水路の沿線域は明治期より畑地として利用されている

ち、泥炭土の種類とその分布は、管水路の沈下量に関

区域であり、その地盤はすでに一定の圧密を受けてい

連することを確認した。

るためであると考えられる。それに対して、他の管水
路沿線域は、明治期にはほぼ原野または湿地帯であり、

３．３

その地盤はC管水路沿線より圧密を受けていないと考

土地利用履歴からの分析

泥炭地盤は地盤改良工事や置換土工事によって農地

えられる。そのため、A、B、D、E管水路の沈下量は

への土地改良が実施されてきたが、その表土以深の土

C管水路の沈下量よりも大きい傾向にあると考えられ

層は依然として泥炭土である。各年代における土地改

る。

良の状況は、明治期以降の土地利用図 で示されてい
6)

る。本節では、A～E管水路の沿線の土地利用履歴と

以上の検討から、土地利用履歴は管水路の沈下量を
考察する上で重要な資料となることが示唆された。

各管水路の沈下量を対比して、両者の関連を考察した。
図－6に土地利用図とA～E管水路の路線図を重ねた

４. おわりに

合成図（以下、「土地利用図」）を示す。同図の左は
明治期(1910～1911)の土地利用図、右は昭和期後期

本研究は、泥炭地盤に埋設された管水路の沈下によ

(1967～1972)の土地利用図を示す。明治期には原野や

る漏水事故対策の検討に資する基礎データの取得を目

湿地など未利用地が広く分布していた。当時から原野

的として、現況の管水路の縦断測量を広域的に実施し

の開拓と農地の造成は進められていたが、水手当が十

た。その結果、次のような知見が得られた。
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(1) 管水路はほとんどの地点において沈下しており、
50cm以上沈下した地点も確認された。また、逆

に加えることで、管水路の沈下に対応した設計精度の
向上が期待できる。

に浮上した地点も確認された。
(2) 高位泥炭土が分布している箇所に埋設された管水
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